
＜ 番組概要 ＞

中学3年生の皆さんへ

神奈川県公立高校
入試問題解答速報
　公立高校を受験する中学3年生の皆さんは、いよいよ2月10日（金）に「私立高校一般入試」、
そして2月14日(火）には「公立高校共通選抜」を迎える時期になりました。体調を万全にして本番
に臨んでください。

　さて、一般社団法人かながわ民間教育協会では、30年以上に渡ってプロデュースしている特別
番組「公立高校入試問題解答速報」を本年も2月14日（火）に放送いたします。tvk（テレビ神奈川・
3ch）にて19:00 ～ 21:00まで完全生放送でお送りしますので、是非ご覧ください。

＊県内すべての全日制公立高校の当日の受験競争倍率と
　欠席者数を学科・コース・地域ごとに発表します。

・当日の共通選抜問題の解答解説
・模範解答・配点の公表
・各地区競争倍率・欠席者数の発表

テレビ神奈川
地上デジタル放送 3ch にて

放送局：tvk テレビ神奈川　　協力：一般社団法人 かながわ民間教育協会 他

令和5年度

令和5年2月14日（火）19:00～21:00
放送時間

入試問題解答速報
特設サイト

合格可能性診断



平塚江南 318 磯子工業 建設科 39 ２ 単位制による全日制の課程
高浜 231 化学科 39

鶴見 318 鎌倉 358 川崎工科 総合技術科 238 神奈川総合 個性化コース 119
横浜翠嵐 358 七里ガ浜 358 向の岡工業 機械科 78 国際文化コース 89
城郷 238 大船 398 建設科 78 横浜清陵 305
横浜平沼 318 深沢 238 電気科 78 横浜旭陵 231
横浜緑ヶ丘 278 湘南 358 横須賀工業 機械科 78 横浜桜陽 270
横浜立野 278 藤沢西 318 電気科 78 横浜栄 318
横浜南陵 278 湘南台 238 建設科 39 横浜緑園 278
永谷 199 小田原東 118 化学科 39 川崎 223
光陵 278 西湘 308 平塚工科 総合技術科 238 大師 228
保土ヶ谷 318 茅ケ崎 278 藤沢工科 総合技術科 238 相模原城山 278
希望ヶ丘 358 茅ヶ崎北陵 278 小田原城北工業 機械科 78 相模原弥栄 183
旭 358 鶴嶺 383 建設科 39 平塚湘風 238
横浜氷取沢 358 茅ヶ崎西浜 358 電気科 78 藤沢清流 278
釜利谷 238 逗子葉山 318 デザイン科 39 小田原 318
港北 358 秦野 358 川崎市立川崎総合科学 情報工学科 39 三浦初声 198
新羽 398 秦野曽屋 278 総合電気科 39 厚木清南 230
岸根 318 厚木 358 電子機械科 39 横浜市立東 268
霧が丘 318 厚木東 198 建設工学科 39 横浜市立戸塚 279
白山 318 厚木北 238 デザイン科 39 音楽コース 39
市ヶ尾 398 厚木西 238
田奈 158 大和 278 商工 総合ビジネス科 118 鶴見総合 258
元石川 358 大和南 308 相原 総合ビジネス科 118 金沢総合 278
川和 358 大和東 238 平塚農商 総合ビジネス科 158 麻生総合 190
荏田 398 大和西 278 小田原東 総合ビジネス科 118 藤沢総合 271
新栄 351 伊勢原 228 厚木商業 総合ビジネス科 158 秦野総合 238
舞岡 358 伊志田 308 横浜市立横浜商業 商業科 199 座間総合 268
上矢部 238 海老名 398 スポーツマネジメント科 39 横浜市立みなと総合 232
柏陽 318 有馬 318 川崎市立幸 ビジネス教養科 118 横須賀市立横須賀総合 320
金井 318 座間 318
松陽 318 足柄 238 海洋科学 船舶運航科 39 三浦初声 都市農業科 39
瀬谷 318 綾瀬 318 水産食品科 39 吉田島総合 都市農業科 39
横浜市立桜丘 318 綾瀬西 318 無線技術科 39 食品加工科 39
横浜市立金沢 318 寒川 278 生物環境科 39 環境緑地科 39
新城 268 大磯 278
住吉 358 二宮 238 川崎市立川崎 生活科学科 39 吉田島 生活科学科 39
川崎北 278 大井 158
多摩 278 山北 198 二俣川看護福祉 看護科 78 横浜サイエンスフロンティア 理数科 158
生田 398 愛川 183
百合丘 398 二俣川看護福祉 福祉科 78 相模原弥栄 スポーツ科学科 78
生田東 318 横浜市立南 38 津久井 福祉科 39
菅 358 横須賀南 福祉科 78 相模原弥栄 音楽科 39
麻生 318 相原 畜産科学科 39 川崎市立川崎 福祉科 39
川崎市立橘 198 食品科学科 39 相模原弥栄 美術科 39
川崎市立高津 278 環境緑地科 39 川崎市立川崎総合科学 科学科 39
川崎市立幸 118 平塚農商 都市農業科 39 横浜国際 国際科 138
橋本 268 都市環境科 39 厚木北 スポーツ科学科 39 国際バカロレアコース 20
津久井 158 食品科学科 39 川崎市立橘 スポーツ科 39
上溝 238 農業総合科 39 神奈川総合産業 総合産業科 238
相模原 278 中央農業 園芸科学科 78 白山 美術科 39
上溝南 358 畜産科学科 39 上矢部 美術科 39 神奈川総合 舞台芸術科 30
相模田名 318 農業総合科 78
麻溝台 358 横浜市立横浜商業 国際学科 35
上鶴間 318 神奈川工業 機械科 78 川崎市立橘 国際科 39
横須賀 278 建設科 78
横須賀大津 278 電気科 118
追浜 318 デザイン科 39
津久井浜 238 商工 総合技術科 118
横須賀南 118 磯子工業 機械科 78

電気科 78

[４] 工業に関する学科

[３] 農業に関する学科

[２] 普通科（併設型高等学校）

令和5年度　神奈川県公立高校募集定員(全日制)
　（単位:人）

１ 全日制の課程（単位制を除く）
[１] 普通科 [１]普通科

[２] 総合学科[５] 商業に関する学科

[６] 水産する学科 [３] 農業に関する学科

[7] 家庭に関する学科 [４] 家庭に関する学科

[8] 看護に関する学科

※連携募集・海外帰国生徒・インクルーシブ教育実践推進校・在県外国人等・中途退学者募集、及び通信制・定
時制の募集については神奈川県教育員会のHPにてご確認ください。

[６] 体育に関する学科

[５] 理数に関する学科（併設型高等学校）

[11]舞台芸術に関する学科

[10] 総合産業に関する学科

[９] 国際に関する学科

[８] 美術に関する学科

[７] 音楽に関する学科

[12] 美術に関する学科

[13] 国際に関する学科

[9] 福祉に関する学科

[10] 理数に関する学科

[11] 体育に関する学科

令和 4年度からの変更点


